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互助会だより
令和4年6月6日 発行

6 月 号
令和4年5月1日	 現在
事業所数	 940　
会 員 数	  5,396人

	 ﾎー ﾑペ ジー	 http://www.otｓu-gojokai.ｊｐ
	 ﾒー ﾙｱドﾚｽ	 info@otｓu-gojokai.ｊｐ
事務局　〒520-0806　大津市打出浜１-６　大津市勤労福祉センター 内	 TEL	 522-6499	 FAX　523-3494

編集・発行：一般財団法人大津市勤労者互助会

＊県内提携施設はこちらから	→	滋賀県勤労者互助会連合会　ﾎｰﾑペ ジー	https://shiga-gojoren.zenpuku.or.jp/

家庭常備薬等の特別あっ旋
「申込書」は
今月号に同封して
います。

〈互助会〉 〈事業所〉 〈白石薬品株式会社〉
①案内書・申込書等配布

②申込書・斡旋申込取りまとめ書送付

③納品

④代金支払い

●申込方法／ ①事業所あてに「申込書」を送付しましたので会員さまに配布してください。

 ② 事業所ごとに「申込書」を集めて、同封の「斡旋申込取りまとめ書」に、申込枚数から担当者
名までをはっきりと記入してください。ゴム印の場合は、文字が潰れたりかすれたりしないように
ご注意ください。

 ※取りまとめていただく際、集計の必要はありません。

 ③ 「申込書」と「斡旋申込取りまとめ書」を互助会事務局まで送付またはお持ちください。
 ※締切日を過ぎますと受付できません。

 ※電話・ＦＡＸや瀬田・大津北（堅田・志賀支所）商工会でのお申し込みはできません。

 ※白石薬品株式会社への直接のお申し込みはご遠慮ください。　

●申込締切／ 6月28日㈫　互助会必着・厳守 
● 支払方法／  納品時に、業者から「納品明細書」「振込用紙」「申込書」「個人リスト」が同封されますので、

事業所ごとに直接業者へお振り込みください。（商品到着後、振込はお早めにお願いします）

 ※振込用紙はコンビニエンスストア・郵便局にてご利用いただけます。

	 ※振込手数料は業者負担。

●取扱業者／ 〒578︲0954　東大阪市横枕12番19号

 白石薬品株式会社〔電話：０７２－９６１－７４７１〕　担当：岡

●納品方法／ 現品は申込書ごとにまとめて業者から各事業所あてに送付します。

～皆様の健康管理の一環として、
家庭常備薬や健康管理のための商品等を格安にあっ旋します～

７月下旬頃
お届け予定
＊送料無料
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『島原手延そうめん』のご案内
　長崎県南島原市で生産される島原手延そうめんは、兵庫県の揖
保乃糸に次ぐ、全国シェア約30％を誇るそうめんのトップブランド！
　機械製麺のそうめんとはその製造工程が大きく異なり、時間をか
けて丁寧に熟成させながら作ることで、茹で伸びしにくく、しっかり
としたコシと歯ごたえ、小麦の豊かな味と香りが楽しめます。
　今回はそんな『島原手延そうめん』をお得なお値段でご案内！ 
お申込み方法等詳細は、互助会だより６月号に同封のチラシをご覧
ください。
　お申し込み、お待ちしております。

商品名 あっ旋価格
夏ごころ 4,428円 → 2,950円
細糸の舞 6,048円 → 3,800円
瑞 の 輝 4,644円 → 3,050円
島原小町 3,672円 → 2,500円

　遊園施設を含む5500店舗を超える百貨店や量販店・専門店で、玩具やベビー・子供服、文具等の購入
にご利用いただける商品券です。お孫様やお子様へのご褒美やプレゼントとしてご活用ください。

こども商品券のご案内電話

◆あっ旋金種／480円（通常500円）と960円（通常1,000円）
◆申込方法／互助会事務局へお電話ください。
 お渡し準備が出来次第ご連絡させていただきます。
◆有効期限／2026年12月31日
〈主な加盟店〉  姫路セントラルパーク・オービィ大阪・甲賀の里忍術村・西武・そごう・高島屋・阪急・阪神・ピアゴ・イオン・

西友・平和堂・トイザラス…等
※ 最新の加盟店情報は、㈱トイカードのフリーダイヤル0120‒351‒172またはホームページＵＲＬ http://www.toycard.co.jpをご覧ください。

※空席状況は5/27㈮現在のものです。
※お電話（☎522-6499）でお申し込みください。（先着順）
※お申し込み後のキャンセﾙ、変更不可。
※新型コロナウイﾙｽ感染症の影響により、急遽取り扱いを中止する場合がございます。何卒ご了承ください。

阪神甲子園球場年間予約席　空席状況電話

試　合　日
対戦相手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー₂4段 あっ旋料金
（２席１組）月 日 曜日 1₀4･1₀5 1₀₆･1₀₇

6 24 金 中日 18：00 〇 〇 8,800

7

22 金 横浜DeNA 18：00 〇 〇 8,800

24 日 横浜DeNA 18：00 〇 〇 8,800

29 金 ヤクﾙト 18：00 〇 〇 8,800

8 31 水 広島 18：00 〇 〇 7,800

9 1 木 広島 18：00 〇 〇 7,800

試　合　日
対戦相手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー₂4段 あっ旋料金
（２席１組）月 日 曜日 1₀4･1₀5 1₀₆･1₀₇

9

6 火 ヤクﾙト 18：00 〇 〇 7,800

7 水 ヤクﾙト 18：00 〇 〇 7,800

11 日 中日 18：00 〇 〇 8,800

13 火 広島 18：00 〇 〇 7,800

18 日 ヤクﾙト 18：00 × 〇 8,800

19 月 ヤクﾙト 14：00 × 〇 8,800

○……空席
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● 芝政ワールド料金改定のお知らせ

券　　種 区　　分 旧料金（6/30まで） 新料金（7/1から）

スーパーパスポート引換券
（入場+フリーパス券）

おとな（中学生以上） 3,800円→3300円 3,900円→3,400円
こども（3歳～小学生） 2,700円→2,200円 2,800円→2,300円
シニア（65歳以上） 2,700円→2,200円 2,800円→2,300円

　7/1㈮より、芝政ワールド・スーパーパスポート引換券の料金が下記の通
り変更になります。チケットをご希望の方は、会員カードと料金をご用意の

うえ、互助会事務局窓口または、瀬田商工会、大津北商工会 堅田支所へお越しください。

●大津北商工会志賀支所窓口について
　大津北商工会志賀支所の開所日時縮小に伴い、6/1㈬より大津市勤労者互助会のチケットお渡し・申請書受取り等の窓口
業務を終了させていただくことになりました。大津北商工会堅田支所での窓口業務は引き続き行います。ご不便をおかけい
たしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

観光果樹園利用補助券窓口

※ 天候等により開園時期が多
少変更になることがあります。
利用果樹園へ事前にお問合
せください。

※ 会員証のみの提示では割引
利用いただけません。 必ず
利用補助券を持参ください。

※ お買物にはご利用いただけま
せん。

果樹園名 種類・開園期間・開園時間 区分 一般料金 会員価格

アグリパーク竜王観光果樹園

蒲生郡竜王町山之上6526
ＴＥＬ：0748⊖57⊖1311

ぶどう・梨
８月上旬～12月上旬

９時～17時（受付16時まで）

大人（中学生以上） ぶどう	1,400円 900円
大人（中学生以上） 梨	1,300円 800円
小人（小学生） 1,000円 600円
幼児（３歳以上） 700円 400円

柿
８月上旬～12月上旬

9時～17時（受付16時まで）

大人（中学生以上） 1,200円 700円
小人（小学生） 1,000円 600円
幼児（３歳以上） 600円 300円

今荘観光ぶどう園
長浜市今荘町1418

ＴＥＬ：0749⊖74⊖1322

ぶどう
８月中旬～９月中旬

９時～17時（受付16時まで）

大人（中学生以上） 1,300円 800円
小人（小学生） 1,000円 600円
幼児（３歳以上） 700円 400円

マキノピックランド

高島市マキノ町寺久保835⊖1
ＴＥＬ：0740⊖27⊖1811

ブﾙｰベリー
６月下旬～９月上旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,300円 800円
小人（小学生） 900円 500円
幼児（３歳以上） 500円 200円

ぶどう（ヒﾑロッド･シ ドーﾚｽ）
８月上旬～８月中旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,300円 800円
小人（小学生） 900円 500円
幼児（３歳以上） 500円 200円

ぶどう（ヒﾑロッド他）
８月中旬～９月中旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,600円 1,100円
小人（小学生） 1,300円 900円
幼児（３歳以上） 900円 600円

くり
9月中旬～10月中旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,600円 1,100円

小人（小学生） 900円 500円

下記の果樹園でご利用いただけます。
＊ 利用補助券は、互助会事務局または瀬田商工会、大津北商工

会 堅田支所でお受け取りください。（会員証をお持ちください）
＊ 利用補助券ご利用時は、事業所名・会員番号・会員名・利用

者名を記入のうえ、各施設窓口に入園料を添えてご提出ください。
＊ 開園期間内1度に限り、会員と登録同居家族が利用可能。

◆利用方法／
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 びわ湖ホール声楽アンサンブル
第7₅回定期公演　音楽史の小径
～イタリア古典歌曲から辿る～ 

 9月10日㈯　14：00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　小ホール    

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   3,000円 →  2,400円  10枚 

 青少年（₂₅歳
未満）  1,500円 →  1,100円  10枚 

	※	全席指定
※６歳未満入場不可	
    

●締切日／ 6月27日㈪	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はで
きません。	

電話
XFA

インターネット

				 				

 ルシオール音楽塾 

 8月21日㈰・9月11日㈰・12月4日㈰
　14：00開演

守山市民ホール　小ホール    
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 3講座セット  2,500円 →  1,800円  10枚 
 各回単独  1,000円 →  700円  10枚 
	※	全席自由
※	未就学児入場不可	
※要マｽク着用・検温等感染症対策
    

●締切日／ 6月27日㈪	
	※	一旦お申し込みいただきますとキャンセﾙ･変更はできません	。

電話
XFA

インターネット

				 				

★★申込方法は、７ページをご覧ください。

　ご宿泊券につきましては、互助会事務局へ会員証と代金をご用意のうえお越しください。
受け取りは各商工会〔瀬田・大津北（堅田支所・志賀支所）〕でも可能ですので、事前にご
連絡ください。

　

当会は、市から大津市勤労福祉センターの施設指定管理者として受託しており、その中で様々な講座を開催しています。
会員様以外のお知り合いなどもお誘い合わせください。
当会のホームページの他、「広報おおつ」、「大津市勤労福祉センター」のホームページにも掲載されています。

　電話（077‒522‒7474）、FAX（077‒523‒3494）【※講座名、氏名、電話番号、FAX番号記入】または互助会ホームページ
（http：//www.otsu-gojokai.jp）の講座申込フォームよりお申し込みいただき、受講料・教材費は講座初日（当日）にお持ちくださ
い。やむを得ずキャンセルされる場合は、申込期間内に必ずご連絡をお願いいたします。
　FAX、ホームページからのお申し込みについては、申し込み後３日（土日祝祭日を除く）以内にそれぞれFAX、メールにて「受付完了」の連絡をいたしま
す。（ホームページの場合は「自動返信メール」とセンターからの「受付完了」の返信が２通返信されます。）
　事務局からの返信がない場合（ホームページの場合は自動返信メールとは別途）は、
受付が完了しておりませんので、お手数ですが事務局までご連絡ください。
※互助会員は、講座受講助成の対象となります。（年度内１回限り）
※�お申し込みが少数の場合や新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため急きょ中止する
ことがあります。
※申込締切日以降のキャンセルについては、受講料・教材費が発生する場合があります。

勤労福祉センター
開館時間／月～土曜：午前９時～午後９時まで
　　　　　日 曜 日：午前９時～午後５時まで
休 館 日／毎月第３日曜日、祝祭日

★令和４年度　大津市勤労福祉センター講座　申込方法★

　
大津市勤労福祉センター講座

歴史講座　まさに世界遺産級！「琵琶湖の食文化を極める」～琵琶湖八珍・裏八珍～

◆開催日時／  7/22、29　金曜日　13：30～15：30　全２回

◆開催場所／ 5F大ホール

◆受 講 料／1,500円（教材費含）
筆記用具 ※マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／45名
◆申込期間／6/8㈬AM8：40～7/15㈮　※先着順

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼　芳幸 先生

琵琶湖には淡水魚を様々な料理で頂く文化があります。対象とな
る魚の種類、料理の種類、どれをとっても日本一、いや世界一の
魚食文化かも知れません。まさに、世界遺産級の食文化です。
この講座では、琵琶湖の魚食文化の特徴と魅力を豊富な画像を
駆使して紹介します。

■７月22日㈮　第１回　琵琶湖八珍の魚と料理
　講師が中心となって世に送り出した琵琶湖の湖魚食ブランド「琵琶湖八珍」。
　琵琶湖八珍の魚と、その料理を解説します。
　〔紹介する魚〕	ビワマｽ・ニゴロブナ・コｱユ・ﾎンモロコ・ハｽ・ゴリ・イサザ・	

ｽジエビ
■７月29日㈮　第２回　琵琶湖裏八珍の魚と料理
　	琵琶湖八珍の魚だけが琵琶湖の魚ではありません。琵琶湖八珍には選ばな
かった魚たちとその料理を、選定できなかった理由も含めて解説します。

　〔紹介する魚〕	ウナギ・コイ・セタシジミ・ウグイ・イワナ・ドジョウ・ギギ・ワカサギ・	
ブラックバｽ・ブﾙ ギーﾙ等

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。
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 フォレスタコンサート in 京都
～おかげさまで2₀年～ 

 8月29日㈪　13：30開演
ロームシアター京都　メインホール    
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 S　席   6,000円 →  5,100円  10枚 
 A　席   5,500円 →  4,400円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	来場者からコロナ感染者が
発生した場合、チケット購入
者情報が公的機関に提供さ
れます。	

    ●締切日／ 6月27日㈪	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	

電話
XFA

インターネット

				 				

 キエフ・クラシック・バレエ
白鳥の湖～全2幕～ 

 9月2日㈮　18：30開演
ロームシアター京都　メインホール    
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 全席指定  5,000円 →  4,000円  10枚 
	※	3歳以下入場不可
※	4歳以上有料
※	来場者からコロナ感染者が発生した
場合、チケット購入者情報が公的機
関に提供されます。	

    

●締切日／ 6月27日㈪	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	

電話
XFA

インターネット

				 				

 牛田智大ピアノ・リサイタル2₀22
～ドイツ・ロマン派の夕～ 

 9月8日㈭　19：00開演
京都コンサートホール　大ホール    
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 全席指定  4,000円 →  3,200円  10枚 
	※	未就学児入場不可
※	来場者からコロナ感染者が
発生した場合、チケット購入
者情報が公的機関に提供さ
れます。	

    

●締切日／ 6月27日㈪	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	

電話
XFA

インターネット

	©Ariga	Terasawa	 				

 千住真理子ヴァイオリン･リサイタル2₀22  

 10月1日㈯　14：00開演
京都コンサートホール　大ホール    
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 全席指定  4,000円 →  3,200円  10枚 
	※	未就学児入場不可
※	来場者からコロナ感染者が
発生した場合、チケット購入
者情報が公的機関に提供さ
れます。	

    

●締切日／ 6月27日㈪	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	

電話
XFA

インターネット

	©Kiyotaka	Saito（SCOPE）	 				

 純烈CONCERT2₀22  

 7月23日㈯　14：00/17：00開演
ひこね市文化プラザ 

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   6,000円 →  5,100円  10枚 

 高校生以下  1,000円 →  700円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 6月27日㈪	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はで
きません。	

電話
XFA

インターネット

				 				

 超歌舞伎2₀22 in 南座 

 9月10日㈯・9月23日（金･祝）	 11：00開演
9月22日㈭　15：30開演
南　座 

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一等席  13,000円 →  7,500円  各6枚 

	※	全席指定
※	4歳以上チケット必須	
    

●締切日／ 6月17日㈮	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	

電話
XFA

インターネット

				 				

★★申込方法は、７ページをご覧ください。
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 連載完結記念
ゴールデンカムイ展 

◆会期／7月9日㈯～9月11日㈰
◆場所／  京都文化博物館 

＊開館時間／	10：00～18：00（金曜日19：30まで）
※入室はそれぞれ30分前まで	
＊休館日／	月曜日（7/18除く）、7/19		

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一般・大学生  1,500円 →  900円  50枚 
 中・高校生  1,200円 →  700円  30枚 
 小学生  900円 →  500円  30枚 

	※障がい者手帳などをご提示の方と付添1名無料（要証明）
※「中・高校生」「小学生」のチケットでご入場の際には、学生証・
生徒手帳・保険証等をご提示ください。	

    ●このチケットの販売は7月8日㈮までです。 				

窓口

 パシフィック・クインテット FIRST JAPAN TOUR 2₀22  

 7月16日㈯　14：00開演
文化パルク城陽　ふれあいホール    
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   6,000円 →  5,100円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 6月27日㈪	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はで
きません。	

電話
XFA

インターネット

				 				

 松竹映画「峠 最後のサムライ」 

◆会期／6月17日㈮公開
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般  1,900円 →  1,150円  50枚 
	※	互助会の映画特別優待券とは併用
できません	

 ニッポンが震えた、熱き心。
出演： 役所広司、松たか子、香川京子、

田中泯、永山絢斗／仲代達矢　他 

●このチケットの販売は7月15日㈮までです。
	©2020『峠	最後のサﾑライ』製作委員会	

窓口

 特別展 中将姫と當麻曼荼羅
─祈りが紡ぐ物語─ 

◆会期／7月16日㈯～8月28日㈰
◆場所／  奈良国立博物館 

＊開館時間／	9：30～18：00（土曜日は19：00まで）
※最終入館は閉館の30分前まで	
＊休館日／	月曜日（7/18、8/15は開館）、7/19		

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   1,600円 →  1,000円  50枚 
 高大生  1,000円 →  600円  30枚 
 小中生  500円 →  200円  30枚 

	※	障がい者手帳またはミライロIDをお持ちの方（介護者1名含む）は無料（要証明）
※	本券で同時開催の「名品展」、「わくわくびじゅつギャラリー 」もご
覧になれます。開館時間が異なります。	

    ●このチケットの販売は7月15日㈮までです。 				

窓口

★★申込方法は、７ページをご覧ください。

 ザ・ニュースペーパー京都2₀22
～今を生きる社会風刺コント集団～ 
 9月10日㈯　14：00開演

ロームシアター京都　サウスホール    
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 全席指定  6,000円（前売り） →  5,100円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	

●締切日／ 6月27日㈪	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はで
きません。	

電話
XFA

インターネット

				 				

 よしもとお笑いライブ in 城陽
～若手大活躍漫才師＆茂造大暴れ！ 爆笑吉本新喜劇～ 

 7月9日㈯　12：00/16：30開演
文化パルク城陽　プラムホール（東館２階）    

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  4,500円 →  3,600円  各10枚 
	※	5歳以上または110㎝以上のお子様はお席が必要	
※開場は１時間前
※都合により出演者が変更になる場合がございます
 出演： 銀シャリ、男性ブランコ、さや香、コウテイ、カベポスター、吉本新喜劇

（辻本茂雄　他） 

●締切日／ 6月23日㈭	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	

電話
XFA

インターネット
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 わけあって絶滅しました。展
～忘れないでくれ！ おれたちを～ 

◆会期／7月22日㈮～9月4日㈰
◆場所／  大阪南港ATCホール 

＊開館時間／	9：30～16：30
※最終入場は16：00まで	
＊休館日／	会期中無休	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   1,800円 →  1,100円  50枚 

 3歳～中学生  900円 →  500円  30枚 
	※2歳以下入場無料
※	障がい者手帳等を提示の方の介護者は1名無料（ご本人は有
料・要証明）

※整理券配布等の入場制限を行う場合あり	

●このチケットの販売は7月21日㈭までです。

窓口

 特別展 ドレスデン国立古典絵画館所蔵
フェルメールと₁7世紀オランダ絵画展 

◆会期／7月16日㈯～9月25日㈰
◆場所／  大阪市立美術館 

＊開館時間／	9：30～17：00
※最終入館は16：30まで	
＊休館日／	月曜日（8/15、9/19は開館）、7/19		

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   2,100円 →  1,300円  50枚 
 高大生  1,500円 →  900円  30枚 

	※	障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料（要証
明）	

    

●このチケットの販売は7月15日㈮までです。 				

窓口  風を食べて動く生命体
テオ・ヤンセン展 

◆会期／7月9日㈯～9月25日㈰
◆場所／  大阪南港ATC Gallery［ITM棟２F］ 

＊開館時間／	10：00～18：00
※最終入場は17：30まで	
＊休館日／	会期中無休	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   1,600円 →  1,000円  50枚 
 高大生  1,100円 →  600円  30枚 
 小中生  600円 →  300円  30枚 

	※	心身に障がいのある方の介護者は1名まで無料（ご本人は有
料。要証明）	

    
●このチケットの販売は7月8日㈮までです。 				

窓口

★★申込方法は、７ページをご覧ください。

※�ＦＡＸ・インターネットで
のお申し込みは、お申
し込み後３日（土日祝
祭日を除く）以内に各々
の申込方法で「受付完
了」の連絡をいたしま
す。（ホームページの場
合は「自動返信メール」
と事務局からの「受付
完了」の返信が２通返
信されます。）ただし、
事務局からの返信がな
い場合は、受付が完了
しておりませんのでお
手数ですが各締切日ま
でに事務局へご連絡く
ださい。
※�チケットの発注の都合
上、申込締切日の19時
を過ぎますとキャンセ
ル・変更はできません。
※�先着順受付とします。
予定枚数に達し次第締
め切らせていただきま
す。

窓口でのお支払はつり銭のないようご協力をお願いします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申 込 方 法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★

　チケットの受け取りは、チケットが届き次第電話にて連絡いたしますので、会員証と代金を
ご用意のうえ１週間以内にお越しください。受け取りは、互助会事務局または瀬田商工会、
大津北商工会 堅田支所でもできます。お申し込みの際にご指定ください。

〈美術館・博物館・映画・入場券・乗船券など〉 
マーク付きのチケットは、互助会事務局または瀬田商工会、大津北商工会�堅田支所へ会
員証と代金をご用意のうえ、お越しください。※予定枚数に達し次第、締め切らせていた
だきます。

■対　　象／ご利用は会員と同居家族に限ります。
■取扱窓口／互助会事務局（窓口時間）	 月～土	 ８：４０～１９：００	 日･祝祭日休み
　　　　　　瀬田商工会、大津北商工会	堅田支所	 月～金	 ８：３０～１７：１５	 土･日･祝祭日休み

窓口

●電 話 077‒522‒6499
●ＦＡＸ 077‒523‒3494　〈互助会ホームページのチケット申込書をご利用ください〉
●インターネット  〈互助会ホームページのチケット申込フォームでお申し込みください〉

〈コンサート・演劇など〉
マーク付きのチケットは、申込締切日の19時までに互助会事務
局へ電話・ＦＡＸ・インターネットでお申し込みください。FAX電話 インターネット

※新型コロナウイルス感染症の状況により急遽中止する場合があります。
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会員事業所の紹介
有限会社  美鈴環境サービス
～滋賀・京都の家財整理はお任せ～

遺品整理は、故人にとっての最期の引越であり、作業者自身
の両親の遺品整理と同様に考えて行う仕事、生前整理は、セ
カンドライフと気持ちを楽にする大切な整理であります。
金銭価値のあるモノはもちろん、アルバムや重要書類、通帳・
印鑑、趣味のモノ、その他も想いを感じ取りながら仕分けを
行い、最後にご家族の方に確認していただきます。
当社は、互助会をはじめ、社会福祉協議会、介護施設、精
神科・神経科の病院等からもご紹介頂いておりますので、恥
ずかしくないお仕事を心がけております。

悪徳業者対策

START
この２点を必ず
聞いてね(*^-^*)

追加請求に注意
お見積もり時に
「これ以上費用はかかりませんか？」
と必ず聞きましょう

「全処分してください」に注意
全処分＝業者のモノと勘違いする業者
がいますので、「お金や金銭価値のある
モノは残してください」と伝えましょう

GORL
これで皆さんは
大丈夫(*^-^*)

1988年　寿々木クリーンサービス　設立
1999年　有限会社 美鈴環境サービス　設立
2019年　美鈴グループ　一社）社会整理士育成協会　設立

家財整理事業 終活相続 衛生管理事業 害虫駆除など

互助会員様特典 10%オフ

ご遺品整理は最期の引っ越し
生前整理は本人の声を聞きながら出来る後悔しない整理

大津市際川４丁目４番７号
電話／（FAX）077︲576︲8222（8221）

美鈴環境サービス

※時々、見積もり出さない業者もいるので気を付けて！

５月にご入会いただいた事業所をご紹介します。　
ご入会ありがとうございました。	 ＊敬称略

まだ加入されていない事業所のご紹介をお待ち
しています。お知り合いの事業所がおられまし
たらぜひご紹介ください。ご案内にうかがいます。
ご紹介いただいた方への報奨金制度を設けてい
ます。紹介事業所が入会されますと、会員１人
につき 1,000円の報奨金を差し上げます。

互助会事務局【電話:５２２‒６４９９】

親切・丁寧をモットー にしています

牧	工業
大津市和邇高城127

TEL・FAX：077-535-1834

得 得プレゼント

●	応募方法／	郵便ハガキに、ご希望の賞品名、事業所名、会員番号、住所、
氏名、電話番号と互助会に対するご意見ご希望を書いて右記
までお申し込みください。

●	応募締切／6月28日㈫必着

●	当選連絡／①・②・③は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
　　　　　　④は応募ハガキに記載された電話番号に連絡いたします。

下記の賞品をプレゼントします。
（応募多数の場合は抽選になります）

①お誕生日プレゼント（金券2,000円分） ……………………………………………………………………… 20名
※６月にお誕生日を迎える会員様対象
②びわ湖バレイ　ロープウェイ・リフトご招待券 …………………………………………………………… ペア１組
※有効期限：2022年グリー ンシ ズーンの営業日
③阪神タイガースオリジナル記念品　２ＷＡＹトートバッグ…………………………………………………… ２名
※事務局で受け取り可能な方限定
④大津市富士見市民温水プール 大人平水期入場券 ……………………………………………………………… ３名
※平水プｰﾙ、１個分

〒５２０－０８０６	大津市打出浜１－６
（一財）大津市勤労者互助会宛


